
記念講演　地域に生きる思想


内山　節氏（哲学者、前立教大学大学院教授）



うちやま・たかし：　1950年、東京生まれ。『労働過程論ノート』（1976年、田畑書店）で哲学・評論界に登

場。1970年代から東京と群馬県上野村を往復して暮らす。趣味の釣りをとおして、川、山と村、そこでの

労働のあり方についての論考を展開、『山里の釣りから』（1980年、日本経済評論社）に平明な文体で結

実する。そこでの自然哲学や時間論、森と人間の営みの考察が『自然と人間の哲学』（1988年、岩波書

店）『時間についての十二章』（1993年、同）『森にかよう道』（1994年、新潮社）などで展開された。近著と

して『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』（講談社現代新書）『ローカリズム原論』（農文協）

『新・幸福論』などがある。現在、『内山節著作集』全15巻を農文協より刊行中。教科研講座『教育実践と

教育学の再生』第４巻（地域・労働・貧困と教育）に、論文「復興とローカリズム－生の世界の再建と新し

い関係の創造」を執筆。NPO法人・森づくりフォーラム代表理事。『かがり火』編集長。「東北農家の会」「九

州農家の会」などで講師を務める。2010年4月より2015年3月まで、立教大学大学院21世紀社会デザイ

ン研究科教授。

第5544怪教茨河額研究廻全国大廻



第5577怪長野県民関教茨研究大廻



合同研究集廻((松本大廻)) 


!

22001155年88月　77日((金）    88日((土))    99日((日))　会場：松本大学



        　主催：教育科学研究会・長野県民間教育研究団体連絡協議会・松本大会実行委員会



              後援：松本市　松本市教育委員会　松本大学

幾路ゅ立ま地稲も額校



自由も自治オ求�む


!

戦後7700年／平和…人権…民主主義よ教茨オ



大会スケジュール
７日



（金）

1100::0000〜1122::0000



長野県民教フォーラム

1122::1155〜



受付
1133::3300〜1188::0000


はじめの集い

８日



（土）

99::0000〜1122::0000



分科会①

1122::0000〜1133::0000



昼食

1133::0000〜1166::3300



分科会②
1166::4455〜1177::4455　教科研総会


1166::4455〜1199::0000　長野県民教総会

９日



（日）

99::0000〜1111::3300



分科会③

1111::3300〜1122::1100



昼食

1122::1100〜1144::0000



おわりの集い

はじめの集 い   11 33 :: 33 00 〜 11 88 :: 00 00 　 会 場 ： 55 号 館 55 22 44 教 室

挨拶：黒川　卓（松本大会実行委員長・長野県民教委員長）


　　　　  住吉  廣行（松本大学学長）　


　　　　  佐藤        隆（教科研副委員長）

!
基調報告：「地域と学校に自由と自治を」



細金  恒男（教科研副委員長）

!
パネルディスカッション



「地域をつくる、学校をつくる」


パネリスト：宮下  与兵衛（首都大学東京）　白戸  洋（松本大学）・松本

大学生　　岡庭  一雄（長野県阿智村・前村長）



コーディネーター：原  貞次郎((信州の教育と自治研究所所長）



　　　　　　　　　内山  由香里((岡谷南高校))

!
記念講演：「地域に生きる思想」



内山　節氏

!
信州ゆかりの唱歌コンサート

おわりの集 い   11 22 :: 11 00 〜 11 44 :: 00 00 　 会 場 ： 55 号 館 55 22 44 教 室

戦後7700年、私たち自身のあり方を問う教育


－滿蒙開拓青少年義勇軍、水俣病、原発災害をとおして、



私たちの生きかたと教育のありかたを考える―


報告者：長野から三澤    豊（元青年学校教師、元県民教委員長）



　　　　  水俣から松本剛史（天草、小学校）



　　　　  福島から境野健兒（福島大学名誉教授）



司　会：佐藤広美�((教科研副委員長）

　加害と被害、差別と分断という過酷な社会状況におかれた人々は、いったい、どんな生き方を模索するのだろうか。前向き

に生きる考え方をどのようにして生み出すのだろうか。いま「岐路に立つ」ことを強く感じる私たちは、あえて、そうした状

況における人間と教育の可能性を考えてみたい。戦争、チッソ、原発という、近代日本における際だった「加害と被害の深刻

な事例」、、、。青少年義勇軍、水俣、福島、のそれぞれの問題は、戦後70年の日本社会のあり方に対する根本的問い直しを

求めている。この三つの事件に人々が向き合うとき、戦後70年を私たちはどのようにして生きてきたのか、という戦後日本の

思想の深さ（＝民主主義の深化の程度）を真剣に考えざるを得ない。まずは、率直に、簡潔に、語ってみたい。目の前にある

現状を見て、何を思い、考えたのか。そして、それぞれがどんな点で、あらたに気づかされたり、学んだりすることができた

のか、を語れば記録（記憶）が残り、きっと、これからを生きる世代が、私たちの期待をになってくれるだろう。

政治家や官僚たちが「地

方消滅」を喧伝し、地域・

自治体存続の危機感をあ

おるなかで、私たちはど

のような地域づくりをめ

ざすのか、地域の核とし

ての学校と教育をどのよ

うに守り育てていったら

よいのかが、いま大きく

問われています。地域

（ローカルな世界）の関

係性の循環と継承を説く

哲学的思考、長野のロー

カルな場でいとなまれて

きた地域づくり、学校づ

くりの実践などに学びな

がら、ともに考えあいた

いと思います。



分 科 会
分科会名･テーマ 内　　容 世話人

1
子どもの生活と文化


	 子どもの生活実態を掘り起こし、未来を
創る

○子どもの生活実態を「長野の子ども白書」などから学び合

い、地域から未来を創る動きを発信します。

小林啓子（長野）	 

本庄　眞（三重）

2 青年期教育


 長野発！！地域にねざした高校づくり

○高校再編に抗して学校をつくる　○地域がつくった高校の

今は？　○地域とともに高校生が学ぶとは？

宮入弘志（長野）	 

南出吉祥（岐阜）

3 能力・発達・学習


自分の中に希望を見出す学びを

○自ら考える共同学習　○地域教材の掘り返しと教師の生き

方　○障害をもつ子どもの成長と発達、教師

宮川康浩（長野）	 

荒井嘉夫（東京）

4 身体と教育


人間性の回復	 －身体活動の可能性

○「学校」からの発信　○「地域・社会」からの発信　

○「学校と地域・社会とをつなぐために」

木村典雄（長野）	 

横田誠仁（東京）

5 美�的能力と教育


地域と学校の多様な芸術・表現の教育

〇長野県その他の芸術・表現の教育実践・理論から学ぶ　	 

〇地域美術館からの発信と交流　〇幼稚園での生活と表現

田島　隆（長野）	 

山田康彦（三重）

6 ことばと教育


真実を紡ぐことばの教育と授業の創造

○ことばの発達と豊かなコミュニケーション　○ことばを育

てる国語・英語の授業　○生活に根ざして紡ぐ自己表現

内堀　守（長野）	 

瀧口　優（埼玉）

7 社会認識と平和


戦後70年、子どもとともに平和を考える

○戦後70年と憲法・歴史認識・同時代認識　○シティズンシ

ップ教育　○若者と格差・貧困　○福島・水俣に向き合う教

育実践	 

野口智敬（長野）	 

一盛　真（鳥取）

8
自然認識と教育


地域の自然に根ざした科学的リテラシー
の育成

①原発稼働や環境開発という価値選択的課題、②学校での科

学的知識と技術の習得の課題、③その関係を考える

寺尾真純（長野）	 

三石初雄（東京）

9
道徳性の発達と教育


道徳の「教科化」と私たちの道徳教育実
践

○道徳の「教科化」によって何がおこるか　○　長野県の道

徳教育の状況と私たちの道徳教育　○道徳授業の可能性を考

える

松澤清人（長野）	 

奥平康照（東京）

10 教育課程と評価


子ども地域の課題を担う授業と教育課程

〇地域の課題を学習課題に編成して実践する　〇学力と授業

づくりの実践　〇教育課程政策と対抗的な実践

田中雅孝（長野）	 

梅原利夫（東京）

11 学校づくり


いまを生きる子どもと共に学校をつくる

○子ども・教職員・保護者のいま　○子どもと教職員の健康

と安全を守る　○子ども・教職員・保護者の三者で学校をつ

くる

林	 茂樹（長野）	 

田沼	 朗（山梨）

12 地域と教育


地域あっての学校、学校あっての地域

○原発避難と子ども・地域・学校の現在　○学校統廃合問題

と小さな学校の価値　○子どもの育ちの社会基盤をさぐる

武者一弘（長野）	 

境野健兒（福島）

13 政治と教育


安倍政権の教育再生政策と私たちの課題

○「教育再生」と「地方創生」　○教育委員会制度改正後の

課題　○教育の自治・政治的中立性と主権者教育

栁澤俊文（長野）	 

中田康彦（東京）

14
性と教育


自立と共生／子どもたちの性をどう育む
か

○今日の子どもと性　○性の主体を育むには　○これからの

生き方とジェンダー観を考える授業

斉藤まさ子（長野）	 

藤田和也（東京）

15 発達障害と教育


子どもの理解を軸に据えた実践を創る

○当事者にとっての「発達障害」の意味を深め、困難をかか

えながら生きる子どもの理解を軸に据えた実践を探る

北原恵美（長野）	 

小池雄逸（東京）

16 現代の子育てと親・おとな


子どもの生存・成長を支える新しい共同

○子ども・若者が暮らしの中で感じ考えていること　○子ど

も・親と共に歩もうとする援助専門職と教師の模索

小山知徳(長野）	 

田中孝彦(兵庫)

17 教師の危機と希望


いま、教育の自由を考え、求める共同を

○教育の自由はいま？　○教育への思いを紡ぐ（参加者の交

流）　○自由への「小さな」闘いが切り開く新たな現実

宮田弘則（長野）	 

山﨑隆夫（東京）

特
設
１

教室と授業を語る　　現場からの希望を


授業・指導のつまずき、悩みを語りあう

○「教室」ということばは、教育実践・研究の総合的把握を

可能にする。これを鍵として、授業・指導を考えたい。

横山　晋（長野）	 

石垣雅也（滋賀）

特
設
２
作文・詩の実践交流


子どもの感性に学ぶ

○長野県の小中学校における作文と詩の教育の創造的実践例

を交流する。開催は8日午前中のみ。
篠田　淳(長野)



【  参加申し込み方法  】


大会当日受け付けにて承ります。



【  受付場所  】


55号館一階　　常時受け付けています。



【  参加費  】


（全日参加）



教職員==55000000円



父母•･市民•･学生•･年金生活者==33000000円



（一日参加）



教職員==22550000円



父母•･市民•･学生•･年金生活者==11550000円



高校生以下==無料



【  昼食  】


会場周�辺では難しいので各自ご用意ください。

!

【  宿泊】


宿泊は各自で確保してください。大会開催期間の松本市内の

ホテル・旅館は行楽ハイシーズンの週末のため、春先から予

約が殺到します。このチラシをご覧後ただちに予約されるよ

うお願いします。



【  保育  】


保育をご希望の方は、準備の都合上、66月末までに下記宛て

にご連絡ください。((有料))



【  問い合わせ先  】


教育科学研究会事務所【電話での対応は、火・金の午後】



  〒116622--00881188　東京都新宿区築地町１９小野ビル２階



TTEELL//FFAAXX  0033--33223355--00662222　EE--mmaaiill    kkyyoouukkaakkeenn@@nniiffttyy..ccoomm  



教科研松本大会担当



（細金恒男）ggrriimmeelleeyy@@wwaasseeddaa..jjpp



松本大会実行委員会事務局長



（宮本和夫）  kkaazzuuooffooxxgg@@aammaaiill..ppllaallaa..oorr..jjpp

教育科学研究会((教科研))とは＊＊＊＊＊hhttttpp::////hhoommeeppaaggee33..nniiffttyy..ccoomm//kkyyoouukkaakkeenn//


子どもと教育を見つめ、教育実践と教育研究を教職員・父母・研究者が協力しながら進める団体です。雑誌『教育』((月

刊•･かもがわ出版))を発行し、よりよい日本の教育をめざして発信しています。あなたもぜひ教科研へ！

車利用

【交通・  会場案内  】


現地までの電車・長距離バスなどは

ハイシーズンのため早めに予約して

下さい。	 

松本駅より松本電鉄上高地線（運行

間隔30～40分おき）で12分、北新・

松本大学駅前下車すぐ。	 

松本駅アルプス口（西口）よりタク

シーで約15分、料金2900～3000円	 

キャンパス内に駐車場があります。

公共交通機関利用

購読お申し込みは



教科研事務所まで



((講座は２０％OOFFFF！))

講座「教育実践と教育学の再生」全55巻・別巻刊行中 月刊  雑誌『教育』

会場案内


松本大学キャンパス


長野県松本市新村22009955--11 


((松本大学HHPPより）

mailto:kyokaken@gmail.com
mailto:kazuofoxg@amail.plala.or.jp
mailto:kyokaken@gmail.com
mailto:kazuofoxg@amail.plala.or.jp

